
承認日研究テーマ番号

2018-001 糖尿病腎症で血液透析療法を受ける人の維持期を生きる体験 平成30年4月17日

平成30年4月10日ICU未経験の院内異動者の組織社会化2018-004

平成30年4月11日若年成人期にがんと診断された男性が人生を生きぬいていく経験2018-008

平成30年5月8日壮年期患者へのかかわり：看護師のかかわりづらさに焦点をあてて2018-007

平成30年5月10日日常生活における終末期がん患者の生きる力を支える看護援助

退院支援看護師との連携における退院支援係を経験した病棟看護師の実践2018-011

平成30年4月10日地域づくりを推進する訪問看護師の実践2018-010

「新人看護職員到達目標の達成が遅れていた看護師」が到達目標を達成して
いった過程：教育に携わる看護師のインタビューより

2018-002

平成30年4月18日
ICU看護師の触れることによるケア：触れることはいかに生み出され、ケアに繋
がるのか

2018-006

平成30年4月10日がん患者と家族に対する外来看護師の臨床判断2018-005

平成30年4月19日
化学療法誘発性末梢神経障害を体験するがん患者の治療継続に関する揺ら
ぎ

2018-003

平成30年4月10日

平成30年度研究倫理審査一覧

平成30年6月6日
看護補助者との協働において看護師でなければできないこと－急性期病院の
一般病棟で働く看護師の語りと協働の実態－

2018-016

平成30年5月17日病院での助産師によるフリースタイル分娩導入のプロセス2018-015

2018-009

平成30年5月9日集中治療室（ICU）入室患者のせん妄予防に対する音楽療法の効果2018-013

平成30年4月19日実践を変革する母乳育児支援専門家教育プログラムと配信システムの開発2018-012

平成30年5月8日
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2018-017
支援や自己の取り組みから導き出された臨終前後の患者の家族に対する看
護師のかかわり方

平成30年5月14日

番号 研究テーマ 承認日

平成30年5月14日
新人看護職員研修における職場内教育で教育担当者が新人看護職員を部署
スタッフ全員で育てるために行った働きかけの工夫や課題

2018-019

助産外来における助産師の母子健康手帳を活用した妊婦への支援の実際2018-021

平成30年6月11日
大規模避難所における支援活動で看護職者が捉えた連携・協働のプロセスと
構造

2018-025

平成30年6月7日避難所における看護実践の概念化と枠組みの構築2018-024

平成30年5月17日発達障害の可能性がある看護学生への臨地実習での教員の関わり2018-018

平成30年5月11日
大学院教育におけるクリニカル・ナース・リーダー（ＣＮＬ）養成プログラムの導
入の検討

2018-023

平成30年5月17日
看護部の理念を具現化する「セルフケア支援」を行う看護師を育成するプロ
ジェクトの検討（その1）－「セルフケア支援」看護師育成プロジェクトの構築－

2018-022

平成30年5月17日

平成30年6月15日自然の回復過程を整える『熱布バックケア』普及プロジェクト2018-026

平成30年6月13日看護師の臨床的自律性と看護実践環境の関連2018-032

平成30年6月8日地域医療支援病院の外来看護師長が語る外来看護の課題と対応2018-031

平成30年6月6日

平成30年6月28日妊婦向けアプリを活用する女性の体験2018-028

平成30年6月13日
短時間勤務制度を利用している分娩介助を行う助産師の業務上の困難と対処
方法

2018-027

産後2週間健診に同席する祖母に対する助産師の支援の実際2018-030

平成30年7月19日糖尿病「手帳」をつける経験に関する現象学的研究2018-029
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番号 研究テーマ 承認日

2018-033 老年看護学実習直後の学生が認識する実習目標到達度とその要因 平成30年6月13日

平成30年7月6日助産学生が性と生殖に関する健康相談を受けた体験2018-037

平成30年8月7日外来化学療法室で働く看護師のやりがい2018-039

平成30年7月12日

平成30年8月8日
精神科長期入院患者が語り合うグループの実践に向けた予備調査～看護師と
の協同による病棟へのグループ導入～

2018-043

平成30年7月12日
病院に勤務する中堅助産師の「助産師としての自信」の尺度開発、及び自信と
助産師としての成長の実感、今後の活動への意欲との関係

2018-042

平成30年7月26日
認知症高齢者とともに過ごしていくなかで生じる看護職および介護職の感じる
困難-知識と経験に焦点をあてて-

2018-044

平成30年8月7日
在宅非侵襲的陽圧換気療法を用いて療養する人の家族の受け止め方から見
出す支援－在宅移行期に焦点をあてて－

2018-045

平成30年8月8日看護系大学生の産後うつの早期発見に関する知識と役割認識の関係

平成30年6月6日赤十字の国際活動を行う看護師育成－国際ラダーの評価と活用の実態－2018-034

平成30年8月1日出産経験のない生殖年齢の女性が抱く無痛分娩への希望とその理由2018-041

平成30年8月8日
訪問看護導入初期における認知症高齢者と信頼関係を築く時に感じる訪問看
護師の困難とその対処方法

2018-040

育児中の専業主婦が夫から支えられた体験2018-038

2018-036 平成30年7月11日双子の母親に対する開業助産師の母乳育児支援

2018-048

平成30年8月1日出産後1年未満に復職する就労女性の母乳育児継続に関連する要因2018-047

平成30年8月8日パートナーの母乳育児サポートと母乳育児満足感との関連2018-046
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2018-049
看護学実習における看護学生の行動計画発表と報告時の体験～実習指導者
との関わりに焦点をあてて～

平成30年7月12日

平成30年8月8日アメリカで看護師として働く日本人の感じるやりがいと仕事の継続要因2018-052

平成30年7月12日
育児支援制度を利用して働くスタッフが多い病棟の中間看護管理者が感じる
課題～7対1看護体制を届け出ている一般病棟中間看護管理者の面接から～

2018-051

平成30年7月11日
看護学生を対象とした亜急性期における避難所体験型演習の学習効果の検
討：赤十字六大学共同ワークショップ

2018-050

番号 研究テーマ 承認日

平成30年8月27日
JMIP認証病院・「外国人患者受入環境整備事業」拠点病院・オリンピック病院
における外国人患者受け入れ体制の実際とケアの工夫

2018-055

平成30年7月26日初めての育児に取り組む母親の孤独感の体験2018-054

平成30年8月7日看護学生が受け持ち患者の死に直面したときの経験2018-053

平成30年7月11日災害時における看護師養成所の支援ニーズに関する調査2018-064

平成30年8月7日
老年看護学実習における認知症高齢者の日常生活動作への看護学生の関わ
り

2018-062

平成30年7月12日女子看護大学生が母性看護学実習で困難を感じた場面と対処方法2018-056

平成30年7月12日
原発災害により長期避難した住民への健康支援活動に携わった看護師の体
験

2018-057

平成30年8月8日

平成30年7月12日バングラデシュ南部避難民救援で母子支援を行った助産師の体験2018-058

災害急性期から災害対応期の訪問看護事業所の体制や資源に関わるインタ
ビュー調査～熊本地震を経験した訪問看護管理者の語りより～

2018-061

平成30年7月12日
後期早産児と母親に母乳育児支援を行う看護者への教育プログラムの効果検
証：ランダム化比較試験

2018-060

平成30年7月26日
東日本大震災で被災した看護職者の原発災害支援活動における体験：復興期
に焦点を当てて

2018-059
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2018-066 ウガンダ共和国都市部の学童肥満関連要因の協働研究 平成30年7月31日

番号 研究テーマ 承認日

2018-065 中堅看護師の学習動機づけ、影響要因および学習行動との関連 平成30年7月11日

2018-068 産後1か月の母親の子どもの泣きに対する感情の尺度の開発 平成30年10月9日

2018-069
急性期病院における認知障害のある高齢者への看護師の関わり：入院生活に
おける安心に向けて

平成30年10月12日

2018-067
訪問看護師が心不全患者の生活や身体の“いつもとの違い”から心不全の増
悪を判断する過程

平成30年10月5日

2018-073 消化管ストーマを造設した高齢者の体験 平成30年11月6日

2018-074
はじめて教育職に就いた看護系大学に所属する助教の経験：職業的アイデン
ティティの観点から

平成30年11月23日

2018-070 チェルノブイリ原発事故により生活拠点の移動を余儀なくされた母親の体験 平成30年10月2日

2018-071 新人看護師が自分を看護師として認めていく経験 平成30年9月11日

2018-077
日本国内在住の外国人母子を対象とした妊娠、出産、子育てに関するECD
データベースの作成－中国におけるECD(Early Childhood Development)データ
収集－

平成30年11月30日

2018-078
病院看護職の個人および職場の特性と妊娠・出産に関する階層モデル：第2段
階尺度開発

平成30年12月6日

2018-075
熱布清拭の開発から現在までの歴史的変遷－熱布清拭開発者へのインタ
ビューを含めた検討－

平成30年11月28日

2018-076 地域完結型医療における、在宅療養の実際。 平成30年12月27日

2018-079
慢性疾患を持つ人々への多職種で実践する日本型アドバンスケアプランニン
グモデルの構築－その3.アドバンスケアプランニングを実践するためのガイド
ブックの検討

平成30年12月7日

2018-080
訪問看護師の終末期療養者と家族への訪問導入期における看護実践：初回
訪問に焦点を当てて

平成30年12月19日
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番号 研究テーマ 承認日

2018-081 前頭側頭葉変性症と診断された若年性認知症者と家族の経験 平成31年2月28日

2018-084
グループの実践を通しての長期入院患者の回復と看護師のエンパワメント－
精神科病棟におけるアクションリサーチ－

平成31年2月14日

2018-085
かかわりを通して、看護学生が患者をとらえていくこと－患者の苦痛に着目し
て－

平成31年1月17日

2018-082
看護師の理念を具現化する「セルフケア支援」を行う看護師を育成するプロ
ジェクトの検討（その2）－「セルフケア支援」看護師育成プロジェクトの評価－

平成30年12月20日

2018-083 災害時における産業保健専門職に必要なコンピテンシーに関する研究 平成30年12月28日

2018-088 2年目看護師の看護実践の様相：チームの中での実践に焦点を当てて 平成31年3月19日

2018-089
病院看護職の個人および職場の特性と妊娠・出産に関する階層モデル：第3段
階　階層モデルの検証

平成31年3月7日

2018-086 災害支援ナースの被災地での活動に関する実態調査 平成31年2月1日

2018-087 保健所保健師による人工呼吸器管理のある医療的ケア児への就学移行支援 平成31年2月4日

2018-092 精神科女性閉鎖病棟における患者の相互交流－支え合いに焦点を当てて－ 平成31年3月4日

2018-093 一般病棟看護師の周術期患者の重篤化を予測した際の看護実践 平成31年3月4日

2018-090 消化管ストーマを造設した高齢者の体験 平成31年3月22日

2018-091 慢性病者にとっての看護師が「共にいる」経験 平成31年3月4日

2018-094
急性期病院に勤務する看護師のセルフケア支援のやりがいの様相－SCAQを
用いた支援に焦点を当てて－

平成31年3月4日

2018-095 小児がん治療で入院している幼児後期の子どもの心のゆらぎを捉える看護 平成31年2月6日
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2018-109 小児病棟における先輩看護師のプリセプターへの支援 平成31年3月4日

番号 研究テーマ 承認日

2018-096 院内迅速対応システム（Rapid Response System:RRS）の定着 平成31年3月5日

2018-099 看護小規模多機能型居宅介護利用者の「自分らしい」生活 平成31年3月4日

2018-100
インドネシア共和国都市部における学童のための肥満予防プログラムの開発
と評価

平成31年2月28日

2018-097 看護のトップマネジャーが人的資源配置を検討するプロセス 平成31年2月7日

2018-098 外傷を負ってPICUに入室した乳幼児の養育者への看護実践 平成31年2月6日

2018-103 化学療法を継続する肺がん患者の経験 平成31年3月29日

2018-104 看護師がRapid Response Team [RRT]の要請に至る要因 平成31年3月13日

2018-101 病院で就業している女性中高年非管理職看護師のキャリア形成のプロセス 平成31年3月13日

2018-102
急性期一般病棟の看護師が行う看護補助者への委任の様相：日常生活援助
に焦点をあてて

平成31年3月20日

2018-107
修士課程を修了した看護教員が組織に与える影響－看護専門学校の管理者
の視点から

平成31年3月19日

2018-108 一般病棟に入院する認知症患者と看護師の相互作用 平成31年3月26日

2018-105
心臓外科手術後の治療中断や差し控えに関する代理意思決定をする家族へ
の看護実践

平成31年3月22日

2018-106 小児看護未経験者が小児訪問看護を続けられた体験 平成31年3月25日

2018-110
児童養護施設で暮らす学童期以降の子どもの健康とその自立に向けた看護
実践－慢性的な症状がある子どもとの関わりに焦点をあてて－

平成31年3月29日
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